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主の声に聴く
　新型コロナウイルス感染症により、私た
ちの日常は大きく変わりました。多くの情報
が新聞やテレビ、インターネットから流れ、
自分ではどうすることもできない不安や戸惑
いを感じる事もあるでしょう。
　今まで当たり前だった事ができなくなると
いう変化は大きなストレスとなり、またそれに
も少しずつ慣らされているような生活が続
いています。アフターコロナという言葉も耳
にしますが、いったい、いつまでこのような生
活が続くのでしょうか。
　教会のプログラムも全てを元に戻すこと
はまだ難しいのかもしれません。しかし今で
しか出来ない事、この状況をも生かして主
の働きが前進することを願い祈っています。
　ダビデは主の声に聞き、従い続けた王
でした。ダビデが油をそそがれてイスラエ
ルの王となったことを聞いた時、ペリシテ人
はみな、ダビデの命をねらって上って来ま
した。

"そこで、ダビデは主に伺って言った。「ペ
リシテ人を攻めに上るべきでしょうか。彼
らを私の手に渡してくださるでしょうか。」
すると主はダビデに仰せられた。「上れ。
わたしは必ず、ペリシテ人をあなたの手
に渡すから。」"サムエル記 第Ⅱ5章19節

　バアル・ペラツィムにおいて主は、水が
破れ出るような勝利を与えられました。そし
てペリシテ人達が置き去りにして行った偶
像をダビデとその部下は運んで捨てました。
（サムエル記 第Ⅱ5章20～21節）
　しかし、またペリシテ人が攻め上って来
たのです。その時もダビデは主に祈りました。

"そこで、ダビデが主に伺ったところ、主は
仰せられた。「上って行くな。彼らのうしろ
に回って行き、バルサム樹の林の前から
彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から
行進の音が聞こえたら、そのとき、あなた
は攻め上れ。そのとき、主はすでに、ペリ
シテ人の陣営を打つために、あなたより

先に出ているから。」ダビデは、主が彼に
命じたとおりにし、ゲバからゲゼルに至る
までのペリシテ人を打った。"
サムエル記 第Ⅱ5章23～25節

　ハレルヤ！ 私たちもどんな時も主に伺い、
従う者でありたいと願います。主が先に出
て戦ってくださいます。死を打ち破り、圧倒
的な勝利者であられる主が私たちの味方
なのですから。

"神が私たちに与えてくださったものは、
おくびょうの霊ではなく、力と愛と慎みと
の霊です。"

テモテへの手紙 
第Ⅱ1章7節

グレイスライフチャーチ牧師
サーバントチーム

田中 進
Susumu Tanaka
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フェロシップ

Zoom deフェロシップのお知らせ
6月で、「教会の音響フェロシップ」「バーチャル家庭集会」は終了となりました。これまでご参加くださいました皆様、
ありがとうございました！ 8月より、新たなフェロシップが加わります。対象の皆様のご参加をお待ちしております！

ユースフェロシップ
ワカモノトークルーム#6
ワカモノクリスチャンのための
スモールグループ

アドバイザー／平岡新人 サーバントチーム
MC／杉浦みき、瀧元栄主、田中咲
◉Zoom配信日時

7月4日［月］20:00～
   　　　　　　　　 

ユースフェロシップ専用申込フォーム▶

韓国語
フェロシップ
賛美で韓国語を学ぼう！

講師／チェ・ヨンドゥ 韓国・シャローム教会牧師

◉Zoom配信日時

7月12日［火］20:00～

リバイバル聖書神学校
OBフェロシップ
1996年から22年に渡って主の働き人が世界に遣わされ
てきました。今回はZoomで再会し、恵みを分かち合い、
互いの重荷を負い合い、祈り合う時が持たれます。初め
て会う同窓生もおられるかもしれませんが、志はひとつ。
聖霊の火で共に熱く燃やされましょう！

担当／田中進・平岡新人 サーバントチーム
◉Zoom配信日時

8月23日［火］20:00～

●お申し込みはホームページまたは事務局まで

神の国は、人が地に種を蒔くようなもので、夜は寝て、朝は起き、そうこうしているうちに、種は芽を出して育ちます。どのようにしてか、人は知りません。
地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると、人はすぐにかまを入れます。収穫の時が来たからです。［マルコ4章26-29節］

この夏、あなたの住む町や村にみことばの種を蒔こう！地域教会に新しい方々が繋がるように！あなたの配る一枚のトラクトが人 を々神さまに導く鍵となる。

全国一斉10万枚トラクト配布プラン！［木・祝］

 ◉11:00am～

トラクト配布へ
 出発！

三浦綾子氏書き下ろしトラクトについて
　今回配布するトラクトは、「氷点」「塩狩峠」など数々の名本を
この世に送り出したクリスチャン小説家、故）三浦綾子さんが、リ
バイバルミッションのために書いて下さったトラクトです。三浦綾
子さんは、作家として神の愛を伝え、苦難の中にある人 を々励ま
す働きをされて来られました。今年は三浦綾子生誕100年という
節目として、ちまたでは再び三浦綾子さんに注目が集まっています。

またご夫妻はリバイバルミッションの働きを覚えて、いつも献金を
送って下さったり、日本の魂の救いを祈っておられたご夫妻でし
た。コロナ禍の厳しい自粛生活に疲弊し、今も心や身体に重荷
を負っておられる方 に々、このトラクトを通して神さまを紹介したい
と願っています。そして配られたトラクトを通して地域教会に繋が
り、救いに導かれるようにと願っています。
◉今回はトラクト10万枚を宣教の前進のために各教会に（株）プレイズが提供して下さいます。

聖日礼拝・伝道集会の
メッセンジャー派遣します！

リバイバルミッションの顧問、サーバント
チームの牧師が、伝道集会、聖日礼拝の
メッセージのご奉仕をさせて頂きます。
無牧の教会や小さな集まりででも喜ん
で伺います。

◉講師
有賀喜一、平岡修治、
滝元順、岡本信弘、上條実、
田中進、平岡新人 他

コンサート集会を開催します！

コロナの中であっても賛美を多くの方
が求めています。クリスチャンミュージ
シャン、必要に応じて音響スタッフも派
遣しコンサート集会を開催します。

◉派遣アーティスト
安武玄晃、中村匡、井草聖二、Duo 
Ｂ→Z、石塚誠孝 他

ハイブリッド集会を開催します！

普段はなかなかネット配信はできなく
ても、スタッフが伺い伝道集会や礼拝を
YouTubeなどでのライブ配信をお手伝
いさせていただきます。またYouTube配
信を教会独自で行うのに必要なノウハ
ウも教会でご担当の方にレクチャーする
ことも出来ます。

セミナー講師派遣します！

教会のニーズに出来る限りお応えして、
様々なセミナーを開催します。
霊的戦いセミナー
滝元順、瀧元望  他
教会サポートビジネスセミナー 
岡本信弘
音響セミナー ・映像配信セミナー
岩井寛
奏楽者指導
ゴスペルクワイヤー指導、
聖歌隊指導 など

その他、 賛美集会、奏楽サポート、トラクト配布、とりなしの祈りチーム派遣、
教会メンテナンス等。様 な々角度から教会を継続的にもサポート致します。

※原則、席上献金で開催、講師・スタッフを派遣します。
※スケジュールの都合上、ご要望にお応え出来ない場合もありますのでご了承下さい。まずは事務局までお問合せください。
※手指消毒、マスク着用、健康管理の留意（事前のPCR・抗原検査など含）など感染対策の遵守。
◉お問い合わせ・お申し込みは、リバイバルミッション事務局 90120-291-372まで

まずは
ご相談
下さい。

さあ、みんなで出て行って福音を宣べ伝えよう！
それから、イエスは彼らにこう言われた。
全世界に出て行き、すべての造られたものに、福音を宣べ伝えなさい。
［マルコ 16:15］

　コロナ禍のなかで教会の宣教方法は様変わりしました。かつて
は情報発信という点からトラクトやチラシなどの印刷物は効果的
なアイテムでした。しかし、コロナ禍の中、ネットが伝達の主流とな
り、これらの方法は見失われつつあります。しかし、トラクト配布は
確実に福音を伝達できます。留守宅であってもポストインさえす

れば、読んでいただける確率はかなり高くなります。「教会はここに
あります」ということも知らせることができます。リバイバルミッションは
この夏、トラクト配布という方法で福音宣教に挑みます。皆さまも
ぜひご参加下さい。

平岡修治 リバイバルミッション顧問

参加費
無料!!

6月以降
も継続

6月
以降は毎月
開催

New!!

◉トラクト内容
サイズ／A4三つ折り◉三浦綾子さんの文章
■プレゼント抽選
感想をお寄せ下さった方に抽選でプレゼントをお送りします。
■教会名印刷及びスタンプ欄
◆オプション
教会名・住所・電話番号をチラシに印刷されたい場合は、枠内に入る原
稿（80mm×192mm）の原稿を作成して送って頂ければ、1教会につき
印刷代（税込み1,100円）で印刷致します。詳しくは事務局までお問い
合わせ下さい。（申込〆切：7月20日）

◉トラクトお申し込み方法
■教会でお申し込みの場合…1教会500枚を
無料でお送り致します。教会の集会案内など
もトラクトに挟み込んで、一緒にお配り頂い
ても構いません。
基本的に8月11日（木）に一斉配布をお願いします。
※500枚以上を希望する場合は、一枚5円にておわけ致します。
■個人でお申し込みの場合…お一人様100枚を無料でお送り致します。
■申込〆切日／7月31日（名入れの場合は7月20日〆切）　
●リバイバルミッションへEmailでお申し込み、またはTEL.0120-291-
372、FAX.0536-23-6220にて教会名又は個人名、郵便番号、住所、TELを
お知らせ下さい。
■尚、8月11日に配布出来ない場合でも8月中にトラクトを配布して頂
ければ感謝です。

教会500枚
個人100枚
無料でさし
あげます！

トラクト配布決起祈り会
10:00am～11:00am◉ワンポイントメッセンジャー／滝元順師
皆で賛美し、短いワンポイントメッセージを頂いて、全国の皆さんと繋
がってお祈りしてから出かけて行きましょう！YouTubeでご参加の場
合は、リバイバルミッションYouTubeチャンネルで！
Zoomでご参加の場合は…ミーティング ID: 838 7111 1807◉パス
コード : 461384にアクセスしてください。

配信

さぁ！みんなで街へ出かけて行き、
街のためにとりなし祈りながら、
トラクトを配布しよう！

／Zoom配信
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※次回8月号のニュースは7月24日（日）発行予定です。

リバイバルミッション情報
祈りのLINE登録してお祈りください！

リバイバルミッションのホットな情報と祈りのリクエスト、集会の様子などを配信します！
◎友達登録方法・・・「友達追加」からQRコードリーダーにてQRコードを読み込んで登録

◉献金送付先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三菱UFJ銀行／名古屋営業部 普通 2569313
ゆうちょ銀行／振替口座 00860-0-33814
クレジットカードによる献金　http://j-revival.com/rm/card/

収　入 支　出

前月繰越金
一般献金
集会献金・参加費
国内宣教指定
世界宣教指定
霊的戦い部門指定
ざわめき指定

収入合計

-3,735,533

1,272,700
1,200

113,200
16,500
99,200

166,620

1,669,420

事務運営管理費
一般旅費交通費
通信費
印刷費
国内宣教諸経費
集会諸経費
霊的戦い諸経費
ざわめき諸経費
銀行借入返済
支出合計
次月ミッション繰越金

982,596
28,556

437,571
210,936
105,172
86,841
29,548

116,755

349,956

2,347,931

-4,414,044

それぞれフォロー、登録して下さい。
Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeのアカウントがあります。

◉会計報告2022年4月度────────────────●
　いつもリバイバルミッションのためにお祈りご支援くださり、心から感謝いたします。
　まさに値上げの夏、ガソリンや電気をはじめ食品、衣類と生活必需品のあらゆるものが値上げとなり、日
常の生活に大きくのしかかってきています。2年間以上続いたコロナ生活も経済活動を中心に軸を移しつ
つありますが、まだまだ時間がかかりそうです。リバイバルミッションの経済状態も逼迫していますが、その
中にあっても皆様のご支援で支えられていることを感謝します。リバイバルミッションの働きも大きく舵を
切りたいと願っています。是非お祈りくださり、支えて下さいますよう何卒お願いします。

動画配信

今月も、様 な々角度から、悪魔の「策略」を見抜く
学びがなされます。「主の軍の兵士」であるクリス
チャンにとって、霊的戦いは欠かすことの出来な
い必須科目です。ぜひご参加ください。

7月配信 有料
コンテンツ

講師／滝元順・鈴木陽介 他
◉視聴期間
2022年7月4日［月］～2022年9月末まで
◉受講料
8,000円全10セッション（各40分）
◉一括お申込み特典
80,000円→72,000円※年間10ヶ月分

第10期
Vol.9

◉応募はこちらから
メール　suridabu.rm@gmail.com
インスタDM　wakamono_staycafe_rm

5月すりだぶレポート│5月20日配信
ワカモノのギモン「恋愛・結婚について聞きたい！」
5月は、ワカモノならではの話題でもある、恋愛・結婚をテーマ
に集会を配信しました！先輩クリスチャンご夫婦2組に来てい
ただき、トークコーナーを持ったり、中山創先生からは聖書に
基づいた結婚について、メッセージが語られました。YouTube
に集会のアーカイブが残されています！ぜひご覧ください！

WakamonoWorship 
Wave7.15fri 20:00-

※バックナッバーの視聴も可能！
※お振込後に動画URLおよびパスワードをお知らせ。
※Vimeoのオンデマンド配信にて動画視聴できます。 

2022年7月14日［木］朝10時～●メッセージ：岡本信弘（サーバントチーム）
※お祈りの課題がある方は、事前にメールで祈りの課題をお知らせ下さい。
　集会の中でお祈り致します。祈りの課題がある方は

revivalmission.pray@gmail.com

祈りの
課 題

■日本に覆っている暗闇の力が打ち砕かれるように
■日本にリバイバルが起こされますように
■日本にある全ての教会の守りと祝福のために
■各教会の牧師先生が健康で、良き主の働きができますように
■新型コロナウィルスが早く終息することができるように
■教会に大勢の新しい方々が来会し、
　イエスキリストの救いを頂く事ができますように
■教会の経済が守られ、祝福されますように
■兄姉の病がいやされますように

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

7月

「リバイバルミッション」YouTubeチャンネルの
配信集会です。ぜひご一緒にお祈りしましょう！
「わたしがあなたを立てたのは、あなたにおいてわたしの力を示し、
わたしの名を全世界に告げ知らせるためである」と言っています。
［ローマ 9章17節］

イエスさまのみ名を全世界に告げ知らせるために、私たちクリスチャンがそれぞ
れの場所に使わされています。今月も皆さんと一緒に皆さんの地域、日本、また全
世界に出ていくための油注ぎを頂くためにご一緒にお祈りしましょう！

「神の知恵」によって悪魔の「策略」を見抜く、霊的戦い

◉皆さんの賛美動画、証し募集中！賛美の形や、証の内容も自由！
　送ってくださった動画やテキストは、集会の中で紹介させていただきます。

毎月第3金曜日に配信中！ ワカモノクリスチャン発信の賛美と祈りの集会です。
  夏がやってきます！ 7月は、季節毎に開催している賛美集会！ 
   すりだぶメンバーによる特別賛美、聖書からのシェアや、
     また賛美動画の紹介など、盛りだくさんでお送りします。
      ぜひ皆さんも一緒に参加して、賛美しまくろう！

すりだぶFes Vol.2


